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宇宙歴 200X 年。
銀河の辺境は暴力の支配する世界になっていた !
帝国の統治力は衰え、
宇宙海賊たちの暴虐は増すばかりであった。
だが、
正義は死に絶えてはいなかった !

『ネックチョップスター』は、未来宇宙を舞台とした TRPG です。
プレイヤーは帝国公認の賞金稼ぎ『ネックチョッパー』となり、
暴虐非道の限りを尽くす宇宙海賊を退治するため戦います。
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NeckChopStar

はじめに
▼ TRPG について
TRPG は、主に 3 つのスタイルがあります。1
つ目が、戦闘シミュレーション型 RPG。これ
は、ミニチュアなどを使って様々な戦いの場
面を再現し、戦闘を楽しみます。2 つ目が、架
空世界冒険型 RPG。ゲームの司会進行役で
ある GM( 後述 ) が作り出す架空世界を、他の
参加者が冒険して楽しみます。最後が、演劇
型 RPG。ゲームの司会進行役が脚本家、他の
参加者が役者となり、協力して物語を作り上
げます。
『ネックチョップスター』は、その演
劇型 RPG に属します。

ネックチョップ
スターの世界へ
ようこそ !
この 4 コマでは

ネックチョップ
スターの遊び方を
説明します

『ネックチョップスター』は、
未来宇宙が舞台の TRPG
（会話型ロールプレイング
ゲーム）
です

TRPG は、参加者全員が協力して
一つの物語を作り上げる遊び

想像力を働か
せ、
自分たち
だけの物語
を作り上げ
ましょう
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参加者について

ゲームの参加者は、司会進行役と
プレイヤーに別れて遊びます

司会進行役のことを
ゲームマスター
（以下 GM）
といいます。
GM を務めるのは
1 人だけです

他の参加者は全員、
プレイヤーになります

GM は必ず
1 人必要です。
プレイヤーは
何人でも遊べ
ますが、
2 〜 3 人が
ベスト
でしょう
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必要なもの 1
▼推奨環境とプレイスタイル

このゲームで遊ぶには、
インターネットの
サイトにアクセスできる
環境が必要です

ネットにつな
がったパソコ
ンか、

バーコードリーダー
付き携帯電話の
どちらかがあれば
OK です

あと、いろいろと
記録するため、
メモと筆記具が必要です

本書のキャラクターシートを
コピーして使うか、
必要に応じてプリントすると
いいでしょう
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必要なもの 2
▼サイコロ
一組あれば遊べますが、参加者各自で一組用
意するととても遊びやすくなります。
またインターネットにつなげられる環境があ
るなら、
『i ダイス』も試してみて下さい。

このゲームでは、0 〜 9 の
数字が書かれている
10 面体のサイコロを
2 個使います

▼ iDice

☞ idice

クリック
パーセント (%) を
求めるときに、
二つ一組で使います

一方が 10 の桁、もう
一方が 1 の桁を表します。
降る前にどちらが
どの桁かを決めておい
てくださいね

ホビーショップなどで
手に入りますが、
右欄外の『i ダイス』も
試してみて下さい
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ゲームの準備 ( キャラクターについて )

プレイヤーは、
物語に登場する
キャラクターの一人を演じます。
そのキャラクターを
プレイヤーキャラクター（以後、PC）
と言います

『ネックチョップスター』では、
PC の職業は賞金稼ぎ
『ネックチョッパー』
です

ネックチョッパーは
海賊退治が仕事で、
そのために帝国から
戦闘用宇宙船や武器などの
購入・所持・使用の許可を
得ています

プレイヤーはゲームを
始めるに当たって、
PC を一人作らねば
なりません。作り方は、
キャラクター作成の章を
どうぞ
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ゲームの準備 ( シナリオについて )

『ネックチョップ
スター』は、
シナリオに沿って
遊びます。

シナリオとは、
PC が登場する
物語のことです

▼シナリオの構造について
シナリオは、導入部に当たるイントロダク
ション、いくつかのシーン、いくつかのエン
ディングからなります。各シーンの最後には
ミッションがあり、クリアの可否でどのシー
ンまたはエンディングにつながるかが決まっ
ています。エンディングには良い結末 ( ハッ
ピーエンド ) のものもあれば、悪い結末のも
の ( バッドエンディング ) もあります。

▼どのようなシナリオを選ぶべきか
シナリオは内容が分からないからこそ面白い
ので、プレイヤーが一度も遊んだことのない
ものを選びましょう。そのために、GM はプ
レイヤーが過去に『ネックチョップスター』で
どんなシナリオを遊んだかを聞いて下さい。
そうしてシナリオを選んだら、その内容は教
えてはいけません。ただし、どのような話か
全く分からないことでプレイヤーが PC 作成
の際に悩むようであれば、そのイントロダク
ションの部分だけを教えてしまってもかまい
シナリオのところどころには、
ません。
ミッションがもうけられていて、
PC がこれをクリアしないと
話が良い方に進みません

どのシナリオを遊ぶかは GM が決定
します。巻末の付録の中から、使用する
ものを選んで下さい

プレイヤーは協力してミッションを
クリアし、ハッピーエンドにたどり
着いてください
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キャラクター作成

PC の職業は
『ネックチョッパー』
ですが、
どんなキャラクターを
演じるかは、
自分で決めること
ができます

キャラクターは主に、“人種” と
“特徴”、持っている “アイテム”
で表されます。人種は
5 種類の中から選べます
( 人間もいますよ )

人種の説明を読んで
気に入ったら、
各紹介のページにある
『キャラクター作成』に
進んで下さい

▼キャラクター作成
キャラクターをつくるために、ホームページ
にアクセスする必要があります。キャラク
ター作成の項目には、サイトにリンクしてい
るボタンもしくは、サイトにジャンプできる
バーコード(QRコード)があります。インター
ネットに繋がったパソコン上で本書を見てい
るのなら、
「作成」ボタンをクリックしてくだ
さい。そうではない ( ルールブックをプリン
とアウトして読んでいるとか)なら、バーコー
ドを携帯電話のバーコードリーダーで読ん
でください。サイトにアクセスできたら、指
示に従ってキャラクターの名前を入力して下
さい。名前によってキャラクターの特徴など
が決定されます。出来たキャラクターが気に
入ったら、
その画面をプリントするか、内容を
メモかキャラクターシートに書き取って下さ
い。
▼特徴について
このゲーム内では、人やモノ、社会、その他、
様々なものを特徴で表現します。各特徴は
名称と %( パーセンテージ ) からなります。%
が大きいほど、特徴がより顕著であることを
表しています。
特徴の名称は “かっこ” で囲まれています。生
物の特徴は
【】、アイテムの特徴は []、その他の
特徴は
〈〉で囲まれています。
▼人種的特徴
PC の特徴には必ず人種的特徴が含まれてい
ます。地球人であれば、“地球人的特徴”といっ
たふうに、必ず人種名を含んでいます。人種
的特徴は複数の特徴の集合で、色々な場面で
役に立ちます。人種的特徴がどんな特徴を含
むのかは、
各人種の説明を参照してください。

特徴やアイテムはランダムに
決まります。内容が気に入らな
いときは作り直してください
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人種について 地球人
▼地球人の社会
銀河帝国の地球侵攻に対してあっさり降伏、
帝国支配を受け入れたが、商産業の分野で頭
角を現し、宇宙の文化を帝国様式から地球人
様式に完全に塗り替えた。今や文明地の建物
や乗り物のサイズは全て地球人基準。宇宙の
通貨も円 (¥) である。

ここからは
人種についての
説明です。
最初は私、
地球人です

▼地球人の人種的特徴
二足歩行できる足、器用な手、言語の使用、標
準的な視覚、標準的な聴覚、標準的な味覚、標
準的な嗅覚、標準的な触覚、標準的な筋力、標
準的な素早さ、標準的なタフネス

地球人は、
宇宙で
一番多い人種です。
地球が発祥地なので、
地球人といわれています

▼キャラクター作成

☞ PC 作成

クリック

取り立てて長所は
ありませんが、
環境への順応力が
高く、仲間が多い
のが長所ですね

ゲームになれ
るまでは人間で
遊ぶと良いかも
しれません
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人種について 多肢人 ( たしじん )
▼多肢人の社会
地球人よりかなり早い段階から発達した宇宙
文明を築いていた一族で、一度は帝国を破っ
て銀河に覇権を築いた。ただし地球侵攻で
は、細菌兵器の前に敗れている。元々は大統
領を要する議会制の社会を作っていたが、現
帝国に滅ぼされてからは、独自の社会を持つ
ことができていない。ただ彼らの知的水準
は現在でも高く、マイノリティながら強固な
ネットワークを持ち、産業や商業、アンダーグ
ラウンドな分野で頭角を現すことが多々あ
る。

多肢人は、
キュートな頭と
8 本の足が特徴です

我々は、
今の帝国が成立する前は
銀河で最も力のあった人種ニュル

▼多肢人の人種的特徴
手足兼用の器用な 8 本の触手、吸い付き、巻き
付き、
小柄、水陸両用、柔らかいからだ、言語の
使用、標準的な視覚、標準的な聴覚、とぼしい
味覚、とぼしい嗅覚、優れた触覚、標準的な筋
力、
とぼしい素早さ、標準的なタフネス
▼キャラクター作成

円盤形宇宙船と
多脚ロボットは
我々のシンボルニュル

☞ PC 作成

クリック

今は個体数が少ないから
稀に見かけるだけだけど、
手先の器用さでは
他人種に負けないニュルよ

11

NeckChopStar

人種について 竜人 ( りゅうじん )

「竜人は、大柄な体格、堅い鱗の肌、
太いしっぽが外見的特徴です
（地球の伝承の竜とは
まるで違います）

女王を頂点とする

部族制の社会で、

外宇宙で見かけるの
はほとんど男の

兵士族だそうです

我らは外宇宙では
傭兵を生業として
いることが大半だ。
見かけることも
少ないだろう

▼竜人の社会
女王を中心とする部族型社会で、その構成は
地球の蟻の社会に近い。個々の能力も社会的
役割̶̶細分化された部族ごとに大きく異な
り、
性別も女王とその子息、傍仕えの一部を除
けばほとんどが男である。卵生。
先祖は本能のみで行動する捕食型動物だった
が、とある時期を境に高い知識を持つ一族が
生まれ、大きく分化した。この一族は銀河大
戦において帝国の優秀な傭兵として扱われた
ことから、その進化には帝国が関わっている
とも言われる。いずれにしてもこの一族が帝
国から高度な文明を学び身につけ、現在の竜
人の始祖となった。現在、彼らは食用動物の
養殖を中心に自活しているが、先祖に当たる
種族はその生態を変えずにいまだ存在し続け
ている。それらは、竜人区別するため、捕食者
（プレデター）と呼ばれる。
▼竜人の人種的特徴
二足歩行できる足、不器用な手、大柄、鋭い爪、
硬い皮膚、
鋭い牙、強靱な尾、言語の使用、標準
的な視覚、優れた聴覚、とぼしい味覚、優れた
嗅覚、とぼしい触覚、ずば抜けた筋力、ずば抜
けた素早さ、ずば抜けたタフネス、真空への耐
性
▼キャラクター作成

☞ PC 作成

クリック
見かけは怖いですが、
性格はとても
穏やかで理知的
なんですよ
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人種について 機械化人
▼機械化人の社会
機械化人がなぜ人型にこだわるのかは謎だ
が、最初に彼らに知恵と体を与えたのが地球
人だからという説もある。
機械化人は、アイテム（［］で囲まれている特
徴）
と融合することが可能だ。その場合、特徴
の一つが、機械の特徴の一つと置き換わる。
ただし、人種的特徴だけは置き換えが出来な
い。また特徴の % がより大きいもの、自分の
体より大きいものとは融合できない。最初に
特徴として【二足歩行出来る機械の足】
【器用
な機械の手】
【標準的な視聴嗅味覚機能付き頭
部】を必ず持っている。これらを失うと体型
が著しく人型から離れる可能性があるので注
意が必要だ。

全身メカの体を
持つのが機械化人です

元は流動金属生命体だったそうです
が、
機械文明と触れたことで
体を持つに至ったそうです
（今では元の姿で生活できない
そうな）

▼機械化人の人種的特徴
言語の使用、融合、とぼしい筋力、とぼしい素
早さ、とぼしいタフネス、無呼吸、真空への耐
性、
不眠、フォース無効

うわ !
機械と融合
してるっ !

▼キャラクター作成

☞ PC 作成

クリック

…っということっで、
とってもキテレツな
特技をお持ちです

結構便利だぞ
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人種について 帝国人
▼帝国人の社会
銀河の覇者。ただし帝国は何度も成立したり
滅んだりしていて、歴史は辿ることすら難し
い。
帝国人は肉体的には多くの点で多種族に
劣るが、それでも銀河の覇者となれたのは、
“フォース”の能力によるところが大きい。
“フォース” は言葉やジェスチャーその他を介
さずに「自分に向けられた感情・意識を察知」
「他人に自分の感情・意思を伝える」ことが出
来る能力である。距離や障害物に関係なく使
うことができ、伝達速度は光速に等しい。た
だし、自分とまったく関わりのない相手や知
能の低い生物には効果がない。したがって、
帝国人はバカ正直で騙されにくく、コミュニ
ケーションの難しい竜人とも仲良くやってい
ける。逆に、フォースの能力が働かない機械
化人を苦手だ。
ちなみに帝国人の間では地球人サイズが “ゆ
とりサイズ” として大人気で、それが一因と
なって銀河中に地球人サイズが普及したが、
それは自分たちのサイズが地球人の間では
“子供サイズ” とされるのが気にくわないか
らかどうかは定かではない。

銀河の覇者、
銀河帝国の支配種が
帝国人です

何と言っても
他の人種と違って
フォースが使えるのが
強みだな

トレードマークは
これかな ?

キュートさで
右に並ぶ種族は
いないぞ

▼帝国人の人種的特徴
二足歩行できる足、器用な手、小柄、言語の使
用、
標準的な視覚、標準的な聴覚、優れた味覚、
標準的な嗅覚、標準的な触覚、とぼしい筋力、
とぼしい素早さ、とぼしいタフネス
体力的にはめっちゃ
非力ですけどね

▼キャラクター作成

☞ PC 作成

クリック
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アイテムについて
▼共有できるアイテム
宇宙船やメカもアイテムです。メカや宇宙船
は操縦している ( 乗り込んでいる )PC 全員の
持ち物として扱います。

アイテムは、
特徴と同じように
% と名称からなります

▼アイテムの所持数
制限はありません。このゲームにおける所持
とは身につけているということではなく、そ
れも含めて、いつでも使えるように身近に準
備していることです。
アイテムを持っている
キャラクターは、
それを特徴と
同じように扱えます

アイテムの便利なところは、
他のキャラクターに渡すことが
できることですね。もちろん
アイテムの特徴を使えるのは
所有者だけです

例外はお金で、
これは % ではなく
通貨単位で表します。
使うと数が減って
いきます。
帝国で使われ
ている単位は
“円”です
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ゲームの開始
▼アイテム購入
『ネックチョップスター』の舞台である銀河辺
境は、
生活水準は高いものの、生産基盤が銀河
中央より劣るために慢性的なモノ不足が続い
ています。特に高度技術製造物である宇宙船
やメカは、手に入りにくくなっています。入
手できるそれらのほとんどがメーカー品では
なく、中古やレストアものなので同じモノが
2 つとありません。もしプレイヤーが宇宙船
の購入を考えた場合、下記から「宇宙船作成」
のサイトへアクセスして商品を探させて下さ
い。それ以外なら、巻末のリストから購入物
を選ばせてください。もちろん、アイテムを
購入したらその分のお金を PC の持ち物から
減らします。

PC も出来、
シナリオも決まったら、
いよいよ
ゲーム開始です

GM はシナリオの
イントロダクションを
プレイヤーに読み聞かせます

▼宇宙船作成

☞宇宙船作成

クリック
イントロダクションに、
PC がアイテムを手に入れ
るとあるならそれも
プレイヤーに
伝えます

PC が買い物できるとあるなら
それも許可します
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シーンについて

イントロが終わると
本編です。GM はまず
シナリオから
最初のシーンを
読み上げます

GM がシーンを
読み上げている間は、
プレイヤーは話を聞きます

この間プレイヤーは、
自分の PC の置かれている状況を
イメージしておきます

シーンの最後はミッションに
なっています。ミッションにきたら
いよいよプレイヤーの出番です !
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ミッションについて

ミッションとは、
PC が攻略しなければならない
任務の総称です

調査や戦闘、救出、脱出、
交渉など、色々なものがあり、
それらはキャラクターと同様、
特徴で表されます

例えば、
『海賊の手下を倒せ』は
『15% のレーザーガン、
12% の標
準的な筋力、3% の男気です』
と
いった感じですね

ミッションまで進んだら、GM は
ミッションの解説文とその特徴を
プレイヤーに読み聞かせて
下さい
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ミッション攻略 1: 特徴の使用
▼演技に含まれる創作の範囲

ミッションをクリアするために、プ
レイヤーは PC の持つ特徴を
使うことが出来ます。使う特徴を、
GM に宣言
して下さい

ただしプレイヤーは、その場面
で PC がその特徴を使う様子を
“演技”しなければなりません

“演技” とは、キャラクターの行
動を考え発言することです！

例えばミッションが
『海賊の手下を倒せ』 『“ずば抜けた筋力”で
ならば、
手下を締め上げ
ます』というふうに
使います
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ミッション攻略 2: 特徴使用の許可

プレイヤーが使う特徴を宣言
したら、
その使い方がそのシー
ンに合っているかどうかを GM
が判断します

ふさわしいと 思ったら、
GM はその特徴の使用を
許可します

ふさわしくないと
思ったら、却下します

一旦 GM が許可した
ら、その特徴の使用
は取り下げられない
ので慎重に宣言して
下さいね
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▼ GM の判断
GM の判断は絶対です。プレイヤーは頑張っ
て GM が納得する演技をつけてください。
▼特徴重複禁止の例外
一つのミッションに対して、PC が同じ特徴
を 2 回以上使うことは出来ません。人種的特
徴は、様々な特徴として使うことが出来ます
が、一度使うと内容を変えてももう一度は使
えません ( 例えば一度筋力として使ったら、
次にスタミナとして使うことは出来ません )。
ただし同じミッションでも、異なる PC が同
じ特徴を使うのは可能です。演技は同じで
も違ってもかまいません。同じ場合は GM の
判断も同じに、違う場合は GM の判断も異な
る可能性があります。複数の PC の共有物に
なっているメカや宇宙船(複数の能力を持つ)
の特徴も、同じミッションで重複して使うこ
とは出来ません。
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ミッション攻略 3: 成功失敗の判定

ミッションには、特徴の他
にプレイヤーが宣言でき
る特徴の数の上限が設定
されています

▼どの PC が特徴を使うか
1 つのミッションに使用できる特徴の数の制
限を守りさえすれば、1PC が集中的に特徴を
使っても、各 PC が分担して特徴を使っても
かまいません。
▼誰がサイコロを振るのか
サイコロは誰が振ってもかまいません。プレ
イヤーの相談で決めて下さい。ただし、GM
が指定する場合、そのプレイヤーがサイコロ
を振ります。

宣言数が上限に
達したら、ミッションの
特徴の %、PC 側で使用を
許可された特徴の % を
それぞれ合計します
PC の 合 計 か ら、ミ ッ シ ョ
ンの合計を引き、残った %
以下をサイコロを振って
出すことが出来ればミッ
ションクリア !

逆に出すことが出来なければ、
ミッション失敗です。気合いを
入れてサイコロを振りましょう
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特殊な特徴の使い方 : 優位性
▼優位性を主張するタイミング
特徴の使用を宣言する前に GM に伝えます。
優位性が認められるかどうか、確認してから
特徴の使用を宣言できます。優位性を認める
かどうかは GM の判断に任されます。

質問 !【標準的な筋力 30%】
と
【ずば抜けた筋力 30%】
は
どう違いますか ?

▼ミッションに含まれる人種的特徴の扱い
ミッションに人種的特徴が含まれている場
合、その特徴に対して優位性を発揮すること
が可能です。ただし、シーンの状況にふさわ
しい必要があります。

これは、“標準的な筋力】に対し
て
【ずば抜けた筋力】
が
優位にあると
みなされます

▼宇宙船の戦いにおける優位性
宇宙船やメカの場合、互いの大きさを比較
し、
大きい側が大きさの比率の倍数分、全ての
特徴において優位性を発揮します。
１：２ 2 倍
１：４ 4 倍
１：８ 8 倍
というようになります。キャラクターの能力
は、乗っている船の大きさによって倍数には
なりません。

ミッションの特徴に
対して、
優位な特徴を
使用することで、
その特徴の % が倍に
なります

▼逆優位
優位性は基本的に PC がミッションに対し
て発揮するものですが、PC の宣言した特徴
に対してミッションの特徴が優位に当たると
判断した場合、GM は逆優位を宣言して、ミッ
ションのその特徴の % を 2 倍にできます。プ
レイヤーは、例外的に GM の逆優位の宣言を
聞いて、宣言を取り消したりその内容を変更
したりすることができます。

じゃあやっぱり
帝国人は非力
なんですねぇ
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特殊な特徴の使い方 : ボーナス
▼ボーナスを主張するタイミング
特徴の使用を宣言する前に GM に伝えます。
ボーナスの上乗せが認められるかどうか、確
認してから特徴の使用を宣言できます。上乗
せを認めるかどうかは GM の判断に任されま
す。

【●●ボーナス】とかいう
特徴はどう使うのだ？

●●にあたる特徴を使った
ときに、
その特徴の % が
自動的に上乗せ
されます

例えば、
【20%: 射撃ボーナス】は、
【30%: レーザーガン】を使う時に
上乗せされます
つまり 50% になるわけです。

ボーナスは同時にいくつでも
上乗せできます。
【筋力】や【スタ
ミナ】のボーナスは、上のように種
族的特徴を同名の能力として使っ
たときに上乗せされます
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特殊な特徴の使い方 : 対抗
▼対抗を主張するタイミング
特徴の使用を宣言する前に GM に伝えます。
対抗にあたるかどうか、確認してから特徴の
使用を宣言できます。対抗にあたるかどうか
は GM の判断に任されます。

ミッションの特徴と相反する内容の
特徴を使用することで、% に関係なく
その特徴を一つ無効化できます。
これを
「対抗」
と言います。

しかも、その時使った特徴の %
をプレイヤー側の % に加える
ことが出来ます

例えば、ミッションに【15% の標準的な筋力】
があった場合、
【4% の柔らかいからだ】で
受け止めると宣言したとします

その場合、
ミッションの【筋力】の 15% は
0 になり、
プレイヤー側の % には
4 が加えられます。
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ミッションクリアとゲームクリア

ミッションをクリアしていくと
ハッピーエンディングにたどり着けます

クリアできないと、
あまりよくない
展開になるか、最悪
ゲームオーバーに
なります

プレイヤーは頑張って
ハッピーエンディングを
目指して下さい。
頑張りに応じて
報酬がもらえます
まあ、僕が
阻止し
ますけどね

ちがう
でしょー！

GM はシナリオの雰囲気を
考慮しながら、客観的かつ
公平に判断し、ゲームを
進行します。
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▼報酬について
報酬はお金であったり、アイテムであったり
します。もし、同じキャラクターを使って次
回も遊ぶというのなら、それらを持ち越すこ
とが出来ます。
また PC は新たに “特徴” を一つ獲得します。
シナリオに登場したミッションなどの特徴か
ら、生物的特徴 (【】で囲まれている特徴 ) の一
つを % もそのままにキャラクターの特徴と
して永久的に取得できます。機械化人の場合
は、アイテム的特徴 ([] で囲まれている特徴 )
を生物的特徴として取得することもできま
す。
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GM に向けて

シナリオをクリアすると
1 回のゲームは終了ですが、
GM の工夫で
『ネックチョップスター』
は
さらに遊び続けられます

と い う わ け で、こ こ か ら は
『ネックチョップスター』を
さらに遊ぶための GM にむけた
説明になります

GM に対して、一番多い
プレイヤーからの質問は、
どんな世界なのか、
でしょう

右欄外のまとめを頭に入れておき、
必 要 に 応 じ て 説 明 し て く だ さ い。
もっとも宇宙は広いですし GM の発
想で内容を変更してもかまいません
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▼世界について
銀河大戦と呼ばれる大戦争の後、戦争に勝利
した帝国人が銀河帝国を打ち立て、現在に至
る。現在帝国は銀河のほとんどの星と種族を
支配しており、星々の統治はそれぞれの星府
にゆだねている。大戦から数十年経ち、帝国
の軍事力は弱まったとはいえ依然銀河最強を
誇る。ただ、帝国軍の力の及びにくい銀河辺
境では宇宙海賊の被害が増大しており、その
ため帝国や星府が賞金稼ぎネックチョッパー
に海賊退治を依頼せざるを得ない状況となっ
ている。
帝国の社会は貿易や人の移動が自由であり、
そこで欠かせないのが宇宙船である。現在、
星間移動に使われている宇宙船は皆、超空間
航法 ( 通称ワープ ) が可能である。超空間航
法は数光年を一瞬にして移動してしまう航法
だ。ただ、大量の燃料を使うことと人体に負
担がかかるために連続使用に限界があり、帝
国の首星がある銀河中央部から辺境までは、
どれほど高性能な宇宙船を用いても数年かか
る。
宇宙船は様々なタイプがあるが、主にその形
状と大きさで分類される。特に明記がない限
り、
宇宙船には、エンジンと超空間航法装置と
操縦室、
空気製造清浄装置、宇宙服、キッチン、
シャワールーム、トイレ、寝室など必要最低限
のものを備える。大きな船ほど性能が良く価
格も高い。ほとんどの宇宙船は、大気のある
星に直接下りることが出来ない。そこで大気
のある星では大気圏外に宇宙ステーションを
建造し、そこを宇宙港としている。ほとんど
の宇宙船の乗員は、このステーションに着港
した後、シャトルで地上の宇宙港と行き来す
る。円盤形宇宙船とシャトル型宇宙船は、例
外的に大気のある星でも地上の宇宙港に直接
着陸できる。
なおネックチョッパーは特別に、宇宙港を使
用して燃料補給を行っても費用が免除される
( 帝国負担 )。
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宇宙船って高いですよね〜
とても買えない

宇宙船の扱い

メカもですよ !

そんなネック
チョッパーのため、
帝国はそれらを購入
するための特別融資を
行っています

▼融資の利用
宇宙海賊撲滅は帝国の緊急を要する国家プロ
ジェクトであるため、通常では考えられない
額の融資をネックチョッパーは受けることが
出来ます。しかも利息は帝国負担です。ただ
し帝国流お役所仕事のため、融資を許可する
かどうかの審査がすぐに通る場合もあれば、
いつまでたっても通らない場合もあるので、
常に当てにできるわけではありません。
したがって、シナリオなどで宇宙船やメカが
必要になった場合、ネックチョッパーは融資
を受けてそれらを購入することが出来ます。
融資額は初回で宇宙船なら 1000 億円、メカ
なら 10 億円です。GM はシナリオの内容に
応じて、審査が通るかどうかの判断と額面の
調整を行います。
▼ローンの返済について
これらの融資は、基本的に PC 全員での連帯
債務 ( 共同返済 ) になります。返済割合は決
まっていないので、もし PC が欠けたら残り
のメンバーで残額全額を返済しなければなり
ません。もしプレイヤーが同じキャラクター
を使ってこのゲームを続けるというのなら、
報酬でローンを返済していくと面白いでしょ
う。ローンを完済できたら、GM は PC がそれ
までの倍額のローンを組めるようにしてあげ
て下さい。
なおネックチョッパーが帝国や星々の星府
から仕事を受けた場合、その報酬は円で支払
われ、同時にローンの返済に充てられます。
報酬の 99.99% が返済に充当され、PC には
0.01% が現金で支払われます。

なんと帝国宇宙船金融
公庫から 1000 億円、
帝国メカローンから
10 億円の融資が
受けられるのですよ！

借金ですからね !
ちゃんと返済して
下さいよ
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シナリオの作り方
▼話の分岐
ミッション失敗 = バッドエンドとするのが一
番簡単ですが、プレイヤー側からすれば簡単
にバッドエンドになってしまうのはあまり嬉
しくありません。1 〜 2 回は失敗しても何と
か話は進むように作りましょう ( もちろん、
ベストエンディングにはたどり着けないで
しょうが )。

付属のシナリオが
なくなったら
自作しましょう。
作り続ける限り、
このゲームは
遊び続けられます

PC は海賊退治を
生業とするネック
チョッパーなので、
基本的には海賊退治の
話を考えます

物語の流れが出来たら、
それをいくつかの
シーンに分割して
ミッションを
加えて下さい

ミッションが成功したときと
失敗したときで、どう話が
分岐するかをしっかり考えて
おきましょう
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▼ミッションの作り方
ミッションは、最初のうちは易しく、後半に向
けて難しいものを用意しましょう。ミッショ
ンの特徴と % は最初は少なめに設定し、後半
に向けて多くしていきます。ミッションで
PCが使える特徴数については、プレイヤーの
人数からその 1 〜 3 倍が適当です。ミッショ
ンの難しさに合わせ、後半に向けて多めにし
ましょう。
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世界設定の作り方
▼宇宙辞典について
『宇宙辞典』では、入力した語句について調査
します。星の名前の場合は、特徴が表示され
ます。特徴はあくまでその星の“主”な要素で、
それ以外が存在しないわけではありません。
特徴を参考に、その星がどんな星なのかを想
像して下さい。

どうしたの ?

▼星系作成
アイデアに詰まっちゃって。
どういう話にしようかな〜
と……

シナリオの
内容に悩む
ときは、
右欄外の
宇宙辞典を使って
みて下さい

気になる語句を調べて
いけば、シナリオの
アイデアが
生まれるかも
しれません
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☞宇宙辞典

クリック
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最後に
▼公式サイト
http://daikonkun.jp/neckchopstar/

サプリメントとは、追加することで
ゲームをプレイしやすくしたり、
面白くしたりする追加システムの
ことです

☞公式サイト

クリック

▼感想・お問い合わせ
neckchopstar@daikonkun.jp

『ネックチョップスター』の
公式サイトで色々追加
していきますから、
楽しみにして下さい

あと、ゲームを遊んだら
是非感想を下さい

それでは『ネックチョップスター』を
お楽しみ下さい！
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アイテムリスト

15%[ 金属パイプ ] ……………… 100 円

どこにでも転がっている 1m ぐらいの金属部品

10%[ ナイフ ] ………………… 8,000 円

小型の近接戦闘武器

20%[ サーベル ] ……………… 50,000 円

見た目も優雅な近接戦闘武器

25%[ カトラス ] ……………… 30,000 円

宇宙船員が白兵専用として愛用する厚身の近接戦闘武器

30%[ 電磁ロッド ] ………… 100,000 円

扱いを学んだ者しか使えない電流が流れる特殊な鞭

35%[ スパークスピア ] ……… 30,000 円

警護用として普及している電流が流れる穂先を持つ槍

65%[ ロケットランス ] …… 140,000 円

竜人並の筋力があってこそ使用可能な射出機構を持つ槍

45%[ 重力サーベル ] ……… 690,000 円

扱いを学んだ者しか使えない防御不能な近接戦闘武器

60%[ フォースセイバー ] … 3,800,000 円

フォースを使える者だけが使用可能な近接戦闘武器

18%[ リボルバー ] …………… 65,000 円

小型の遠隔攻撃武器

20%[オートマチックピストル] …… 80,000 円

弾数の多い小型の遠隔攻撃武器

30%[ マシンガン ] ………… 250,000 円

連射性能の高い小型の遠隔攻撃武器

40%[ ライフル ] …………… 360,000 円

威力、
射程ともに優れた遠隔攻撃武器

35%[ ショットガン ] ………… 50,000 円

威力、射程ともに劣るが広範囲に弾をばらまく遠隔攻撃武器

45%[ ニードルガン ] ……… 700,000 円

射程は短いが、
無数の特殊綱の針を打ち出す

80%[ ロケットランチャー ]

絶大な威力を誇る使い捨て遠隔攻撃兵器

890,000 円

50%[ レイガン ] …………… 800,000 円

小型で威力のある遠隔攻撃武器

66%[ コスモドラグーン ] ………… 時価

扱いを学んだ者しか使えない宇宙に数丁しかない名銃

35%[ 手榴弾 ] ………………… 6,000 円

破壊力のある使い捨て投擲兵器

60%[ 時限爆弾 ] ……………… 35,000 円

破壊力の大きい設置型爆弾

99%[ 船外宇宙服 ] ………… 500,000 円

宇宙遊泳を助ける推進機構付き宇宙服

66%[ 簡易宇宙服 ] …………… 98,000 円

船内作業服とも言う。ヘルメット代わりのフード付き

35%[ 防弾スーツ ] ……… 1,000,000 円

軍や警備が使用する汎用型の軽量防御服

60%[ バトルスーツ ] ……15,000,000 円

特殊部隊などが用いる防御服

70%[ フォースシールド ] … 7,500,000 円

フォースを使える者だけが使用可能な個人用防御装置

10%[ 宇宙食 ] ………………… 1,000 円

様々な味や形状がある

80%[ 携帯端末 ] ……………… 22,000 円

通信、
撮影、
検索、
ゲームなどにつかえる総合端末

90%[ 一等客室乗船券 ] … 1,000,000 円

ファーストクラスで快適な旅をお約束

65%[ 二等客室乗船券 ] …… 500,000 円

エコノミークラス

35%[ 三等客室乗船券 ] ……… 98,000 円

冷凍睡眠で気がつけば現地

50%[ 宇宙港終日利用券 ] …… 15,000 円

免税店も利用できます

70%[GPS]……………………… 12,000 円

リアルタイムに周辺情報を収集

40%[ 暗視スコープ ] ………… 28,000 円

少ない明かりでも視界を確保

60%[ 動体センサー ] ………… 22,000 円

センサーで動く物体を関知します

50%[ ノートスパコン ] …… 210,000 円

どこでも分析、
ネット、ゲーム、DTP も可能な上位端末

60%[ 楽器 ] ………………… 100,000 円

様々なタイプがあり価値は星々でかなり異なる
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メカ

〈一般乗用車〉89 万円

85%[ パルスレーザーガン ]

120%[ タイヤ ]

〈小型ヘリコプター〉2000 万円

50%[ カーナビ ]

200%[ プロペラ ]

40%[ 車体 ]

90%[ 通信装置 ]

30%[ リクライニングシート ]

70%[GPS]

20%[ エアコン ]

60%[ パラシュート ]

1%[ 芳香剤 ]

60%[ パラシュート ]

〈トラック〉300 万円

25%[ 空撮用カメラ ]

180%[ コンテナ ]

〈帝国軍戦闘用ヘリコプター〉35 億円

140%[ タイヤ ]

250%[ プロペラ ]

80%[ 車体 ]

145%[ ロケットランチャー ]

50%[ カーナビ ]

90%[GPS 機能付き暗号化通信装置 ]

30%[ ウインチ ]

75%[ バルカン砲 ]

1%[AV 嬢のポスター ]

70%[ 複合型夜間戦闘補助装置 ]

〈装甲戦闘車〉2 億円

60%[ パラシュート ]

150%[ タイヤ ]

〈戦闘機〉100 億円

120%[ 装甲 ]

1000%[ 航空機用ガスタービンエンジン ]

90%[GPS 機能付き暗号化通信装置 ]

300%[ レーダー ]

70%[ 複合型夜間戦闘補助装置 ]

160%[ 空対空ミサイル ]

50%[ 重機関銃 ]

90%[ パラシュート付脱出装置 ]

40%[ 化学戦対応完全空調装置 ]

80%[ チャフ ]

〈汎用戦車〉10 億円

75%[ バルカン砲 ]

300%[ 装甲 ]

〈4 人乗りボート〉5 万円

120%[ 対戦車砲 ]

60%[ スクリュー ]

90%[GPS 機能付き暗号化通信装置 ]

40%[ 舵 ]

60%[ 化学戦対応完全空調装置 ]

30%[ 浮き輪 ]

80%[ キャタピラ ]

30%[ 浮き輪 ]

70%[ 複合型夜間戦闘補助装置 ]

5%[ オール ]

50%[ 重機関銃 ]

5%[ オール ]

〈帝国軍主力戦車〉
※非売品

〈水上警備艇〉2000 万円

460%[ 装甲 ]

110%[ スクリュー ]

300%[ メガ粒子砲 ]

80%[ 舵 ]

150%[ 全環境型火気管制装置 ]

130%[ 装甲 ]

150%[ 全環境型完全空調装置 ]

120%[ 艦載砲 ]

140%[ フォースアシスト GPS]

200%[ 魚雷発射装置 ]

120%[ ホバークラフト ]

50%[ 機関銃 ]
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シナリオ

できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ

できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
できてませ〜
ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ

できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ

できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
で
きてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ

できてませ〜ん ( ﾉ￣ ￣ ) ﾉ
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所持金

